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長野県犀川丘陵における急傾斜耕地の利用

　　　　　　　　池田町北栂の尾の事例

中村　康子

I　はじめに

　長野県中部から新潟県にかけての第三紀層から

なる丘陵地は，わが国有数の地すべり地帯となっ

ている。長野県内では，高瀬川，犀川，裾花川に

よって囲まれた犀川丘陵に地すべり地が卓越し，

小集落が高密度に分布している．。地すべり地帯の

傾斜地はデ棚田に利用されることも多いが，犀川

丘陵では畑地が卓越する。しかもその耕地は自然

の傾斜のまま利用される傾斜畑であり，段畑化さ

れることはまずない。本稿では，犀川丘陵南部に

位置する池田町広津地区の北栂の尾を事例とし

（第1図），急傾斜耕地の土地利用の実態を明ら

かにすることを目的とする。

　近世（1789年）の広津地区における戸数を示し

た第ユ図によるとユ），丘陵上には10戸にも満たな

い小集落が数多く分布している。明治期以降，全

体的に戸数が増加したが，集落の規模はせいぜい

十数戸であった。

　このような小集落ではユ960年頃から過疎化が

徐々に進行し，広津申学校は昭和45年，広津小学

校は昭和47年に平野部の小申学校と統合された。

過疎化あるいは地すべりによる移転により，峯の

在家や正ノ田では元々の住民の数は現在O人と

なっている2）。また，南栂の尾と神出でも，1994

年にはそれぞれ戸数がユとなっている。両集落に

残存する世帯もすでに池田町の平野部に住宅を所

有しており，近いうちに離村する可能性がある。

　調査対象とする北栂の尾では，農業に従事する

住民の多くは80才台，若いといわれる人でも60才

台である。次世代の層は松川村や旧池田町といっ

た近隣の平野部に居住しており，高齢化が進行し

第1図 長野県池田町広津地区における近世

の集落規模

（池田町史により作成）
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つつある。しかしながら，北栂尾では1993年には

6戸，199雀年には5戸の農家が耕作しており，広津

地区のなかでは急傾斜地が最もよく利用されてい

る。北栂の尾の土地利用景観は，急傾斜耕地の利

用の実態をよく現している（写真ユ）。

　北栂の尾の伝統的な農業は，現金収入を得るた

めの養蚕とタバコ栽培を主軸に，白給用作物の大

麦，小麦，大豆，小豆の栽培を組み合わせたもの

であった。現在栽培されている作物は，タバコ，

小麦，大豆，小豆であり，1990年頃まで養蚕も行

なわれていた。このように，少なくとも明治期か

ら現在に至るまで，北栂の尾における基本的な農

業経営は大きく姿を変えることなく維持されてき

た。

皿　耕地の自然条件

　皿一1　地形の特徴

　第2図は，北栂の尾の住民が現在利用する耕地

が分布する範囲の地形を示したものである。これ

によると北栂の尾では，30～40切急な斜面に挟

まれた15～20。の傾斜地が耕地として利用されて

いる。

　北栂の尾の地形は地すべり地に特徴的な複合斜

面で形成され，地表面には凹凸がみられる。住民

は，このような地形をクボとオネとして区別して

いる。第2図の範囲は，馬蹄形の窪地となってお

り，全体的にはクボに耕地が分布している。ただ

し，住民が区分するクボとオネは，これよりもミ

クロなスケールで識別されたものである。その区

分は等高線0）形状とほほ対応し，谷型であればク

ボ，尾根型であればオネとなる。

　北栂の尾の耕地は，石垣を築いて段畑化される

ことはないが，耕地の境界には段差がみられる。

耕地境界の土手はハバと呼ばれ，通常は土を固め

た傾斜40－50切のり面となっている。しかレな

がら，地形が大幅に改変されることはなく，一筆

の耕地の中でも凹凸が認められる。たとえ2～3畝

の耕地であっても，住民は地表面の凹凸によって

クボ・オネを識別している。また，ハバによって

人工的に地形が改変されている部分でも，両側の

耕地よりも低所にあたる耕地はクボ，高所にある

耕地はオネと識別される。

　クボ。オネが区別されるのは，約20はでの傾

斜地であり，これ以上の傾斜地は，住民によって

写真1 長野県池田町北栂の尾の全景（1994年8月30日撮影）
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第2図　長野県池田町北栂の尾における耕地の地形条件

　　　（池田町発行5000分の1都市計画図および現地調査により作成）

　　　アルファベットは第4図に対応

急傾斜であると意識される。とくに，直線的な等

高線で表現され，傾斜が30～40。に達する居住地

周辺の斜面は，ハバと呼ばれている。また，サワ

に近い斜面では，横断形には凹凸がみられるが，

縦断形は直線的である。この部分は，クボとオネ

に区別されず，タテあるいはタテコと呼ばれる。

傾斜は！8～22。と北栂の尾の耕地の中では平均的

であるが，住民は急傾斜であると意識している。

　なお，北栂の尾では局所的に25～30。に達する

ような耕地は至る所に存在し，ハバあるいはタテ

と呼ばれなくても住民によって急傾斜と意識され

ている部分は少なくない。
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　皿一2　耕地の自然条件

　1）土壌条件と地形との関係

　住民が使用する土壌名称にはネンドとスナがあ

り，その分布は，それぞれクボとオネに対応して

いる。しかしながら，第2図の範囲でスナと呼ば

れる土壌でも，実際には粘土がかなり含まれてい

る。とはいえ，クボとオネという地形条件にも影

響され，ネンドとスナの性質は異なる。

　表層土は，ネンドの分布するクボで厚く，スナ

の分布するオネで薄い。一部のオネでは岩が露出

し，住民はイシマと呼んでいる。北栂の尾の岩は

非常に脆く，崩れやすいため，オネ，あるいはそ

の周辺の土壌には，部分的に115cm前後の小礫が

含まれる。

　土壌申の水分は高所から低所に移動する。その

ためオネよりもクボの水分が多い3）。また，住民

によれば，ネンドの方が水分を保持しやすく，極

端な乾燥でなければ，早害が起こりにくいという。

地形条件と土壌条件の相乗的な効果によって，ク

ボに当たる部分は湿潤であり，オネに当たる部分

は乾燥している。このような状況は作物の収量に

局所的な差異をもたらし，乾燥年にはクボが，湿

潤年にはオネの収量が高くなる。ただし，北栂の

尾では全体的には早害を受けやすく4），水分条件

は，クボでよく，オネで悪いと位置づけられてい

る。一方，住民が急傾斜と意識している耕地では，

斜面の上部から下部に水分が移動し，オネと同様

に乾燥するという。

　さらに，住民によると，ねばりのある土壌には

肥料分が多く，スナよりもネンドが肥沃であると

いう。クボは，水分の状態が良好なだけでなく，

表層土の厚さ，肥効力などさまざまな点が良好で

あり，オネはいずれの面でもクボに劣る。そのた

め，ネンドからなるクボは地力が高く，スナから

なるオネは地力が低いと考えられている。

　クボがよい土地であるとされる最大の理由は，

肥沃な土壌が分布することである。住民は，ネン

ドとスナとでは土壌物質が本質的に異なり，たと

え水分条件が同じでも，スナよりもネンドの方が

優れていると考えている。

　実際の状態を確認するため，ある耕地のオネと

クボから土壌を採取し，X線分析により粘土鉱物

の同定を行なった。その結果，クボ，オネいずれ

の土壌にもスメクタイト，雲母粘土鉱物，カオリ

ナイトが含まれ，粘土鉱物にはとくに差異はみら

れなかった。ただし，X線回折図のスメクタイト

のピークの高さには2つの試料で違いが認められ

た。スメクタイトが含まれる土壌は，一般に肥効

力があるといわれている。

　土壌を採取した耕地では，クボよりもオネの土

壌の方が良質のスメクタイトが含まれており，実

際には，オネは悪い土地ではなく，土壌物質から

はむしろよい土地であった。ただし，スメクタイ

トの肥効力が有効に働くには，水分が必要であり，

このことを考慮すると，クボの方がよい土地とい

える。また，スメクタイトは水分を含むと粘性が

強くなるので，ねばりのある土壌がよいとする住

民の見解には妥当性がある。

　2）圓照条件

　傾斜地では，日照条件も重要な白然条件のユつ

である。第2図に示した範囲の斜面の向きは南～

東である。北栂の尾は丘陵地の尾根筋に立地して

おり，日照条件は全体的に良好である。ただし，

サワに近い耕地と馬蹄形の窪地の南側の縁にあた

る標高780m以下の部分では，耕地全体を取り囲

む尾根筋の陰となりやすい。また，居住地の周辺

の急傾斜地でも，陰となりやすく日照時問がやや

短い。これらの土地は，地形・土壌条件とは無関

係に住民によって悪い土地と位置づけられてい

る。

皿　作物別土地利用

　地形と対応した自然条件の差異が，どのように

活かされているのかを検討するために，作物別の

土地利用図を作成した。第3図は，1993年6月末

の土地利用の状況である。1年後のユ994年6月末

の土地利用の状況も，1農家が耕作を放棄した以

外に，大きな変化はみられなかった。
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第3図　長野県池田北栂の尾における作物別土地利用（1993年6月末）

　　　　（現地調査により作成）

　皿一1　事例農家の作物別土地利用

　1）N農家の事例

　タバコ，小麦，大豆，小豆を栽培しているN農

家は，1994年現在，N1，N2，N3の耕地を利用し

ている。番号は，N農家がよい土地と考える方か

らの順位である。全体的にはN1とN2はクボに，

N3はオネに位置している。

　N1の斜面の形状は，上部では凹型，下部では

やや凸型となっている。ここでは上部にはタバコ

が，下部には大豆が栽培されており，地表面の凹

凸に対応して作物が異なる。さらに，タバコが栽

培されている凹型斜面のなかでも土壌条件が異な

り，谷線に近い北側3分の2はネンドが多く，と

くに肥沃である。一方，ハバに隣接した南側3分

の1は，礫の混じるスナであり，N農家ではオネ

と識別している。この部分はスナであることに加

え，樹木の陰となることからタバコの収量は北側

よりも低い。これに対し，N2は全体的に凹型斜

面であり，上部には大豆，下部にはタバコが栽培

されている。ここでは，斜面の位置に対応して作

物が異なる。

　また，N農家が3カ所の土地の中で最もよくな

いとするN3は，全体的に凸型で傾斜も20陸越え

る部分が多い。詳細に見ると，凹型斜面も含まれ

ているが，この部分の傾斜は24t急である。一方，

斜面下部の傾斜は10t緩やかであるが，この部

分は凸型斜面である。N3では，6月末には小麦

の間に小豆が間作されていた。1994年の夏期は少
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雨であったため，8月末における小豆の生剤犬況

は，部分的に不良であった。

　N農家によると，乾燥に強い作物から大豆，小

豆，タバコであり，タバコは地力の高い土地でな

ければ栽培できないという。タバコが栽培される

土地は，よい土地と考えられているN1とN2の中

でも水分条件の良好な部分に作付けされている。

　一方，大豆と小豆では，乾燥に対する耐性は異

なるが，耕地の水分条件によっていずれかの作物

が選択されているわけではない。同じ種類の豆類

の問の連作を避け，麦類・大豆・麦類・小豆，あ

るいは大豆・小豆の順で輪作される。

　2）H農家の事例

　タバコを大規模に栽培しているH農家でも，N

農家と同様，地力の高い土地でなければタバコ栽

培には適しておらず，最適地はクボであると考え

ている。ただし，H農家がタバコを栽培する耕地

のうち，クボに当たるものはH5，H4やH6の一部

に限られ，H2やH3，HユOなどの30。に達するよう

な急傾斜地や，H6の東側のような高いオネにも

タバコが栽培されている。しかしながら，小麦や

大豆の栽培や家庭菜園に利用される土地は，日照

条件がよくない部分や3デに達するような急傾斜

地であり，H農家では条件のよい土地から優先的

にタバコが栽培されているといえる。H農家によ

れば，タバコは連作するほど質がよくなり，100

年以上同じ耕地でタバコを栽培しているという。

　H農家では地表面の凹凸によって作物の種類を

変えるということはないが，各耕地の自然条件や

タバコの生育状況の差異は詳細に把握されてい

る。

　最も広いH4は，かつてはイシマがあり，小石

混じりの土壌から成るため，それほどよい土地で

はなかった。しかしながら，先代が石を掘り出し

て堆肥を投入するなど土壌改良に努力した結果，

現在では比較的地力がよくなったという。H3で

は，葉は大きくなるがやや日陰となるために葉の

厚みがなく，逆に，H6では，葉はそれほど大き

くならないが，日射が強いために肉づきがよいと

いう。また，H4とH6の耕地では，クボでは生育

がよく，オネではやや生育が悪いという。

　3）S農家の事例

　S農家は小麦と小豆や大豆の栽培を行なってい

る。夏作物は小豆と大豆，！994年には蕎麦の栽培

も行なった。小豆は大豆と比較すると，乾燥にも

湿潤にも弱いという。ただし，基本的にはS農家

でも，N農家と同様，同じ種類の豆類の連作は避

けている。全国的に多雨であった1993年の小豆の

生育状況は，！994年におけるS農家の豆類の作付

けに影響を及ぼした。1993年には耕地のうち，ク

ボにあたる部分の小豆は，蔓が伸びたもののほと

んど結実しなかった。そのため，1994年には耕地

の微妙な凹凸を考慮して大豆と小豆の作付け幸行

なった。たとえば，S1では，クボに当たる部分

では大豆，オネに当たる部分では小豆を作付けし

た。しかしながら，1994年の夏は極端な少雨であ

り，このような作付けは逆効果であった。

　皿一2　北栂の尾の作物別土地利用の特徴

　北栂の尾の6戸の農家はいずれも小麦と大豆・

小豆の栽培を行ない，2戸の農家がタバコを栽培

している。また，いずれの農家も過去に養蚕を行

なったことがあり，3戸の農家が過去にタバコの

栽培経験がある。このようにいずれの農家でも，

これまで栽培してきた作物はほぼ共通しており，

作物に関する知識にも差異はみられない。北栂の

尾の住民が過去の栽培経験から得た各作物の特性

や適地は第1表のようにまとめられる。

　このうち，現在栽培されている作物は，タバコ，

小麦，大豆，小豆であり，養蚕が行なわれていな

いものの第3図の範囲には桑園が残存してい

る5）。また，タバコ栽培と養蚕がまだ盛んに行な

われていた1976年の空中写真をみると，第3図の

範囲では，畑と桑園の分布状況に大きな差異は認

められない。現在の土地利用の状況は，1970年代

の土地利用の状況ともある程度一致するものであ

る。

　どのような土地にも適する桑は，結果的に他の

作物には適さない土地，すなわち乾燥するオネや

日照条件の悪い土地に栽培された6）。そのため，
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第1表長野県池田町北栂の尾の住民のもつ
　　　　栽培作物に対する知識

地力 水分
その他の自

然条件
連作

タバコ
とくに高くなけ 乾燥年は成長が した方がよ

ればならない一 遅い． い．

大豆
ある程度高い方 乾燥にも湿潤に 避けた方が

一
口
↓

がよい． も強い． よい．

類
小豆

ある程度低くて 乾燥にも湿潤に 避けた方が
もよいI も弱い． よい．

大麦
高くなければな 避けた方が
らない． よい．

穀
小麦

それほど商くな 避けた方が

類 くてもよい． よい．

蕎麦
低い方がよい． 冷涼な方が

よい．

低くてもよい． 乾燥にはとくに 日陰でもよ

強い．湿潤でも い．

桑 よいが、水分が

遇剰だと根が腐
る．

（聞き取り調査により作成）

養蚕が行なわれなくなってからも桑から他の作物

に転換されることはほとんどなく，現在でも大部

分が桑園として残存している。

　桑とは対照的にタバコに適する土地は限られて

いる。ネンドからなるクボのみが最適地であり，

現在タバコを栽培する農家では，クボに当たる耕

地には必ずタバコを栽培している。過去にS農家

でも，全体的にクボに位置するS1でタバコが栽

培されていた。また，タバコは連作する方がよい

とされており，クボはタバコの栽培地として固定

化している。

　一方，豆類や小麦は，オネとクボの両方で栽培

される傾向にある。豆類は種類によって最適な水

分条件が異なる。そのため地形条件による土壌水

分の差異を考慮し，大豆と小豆を作付けする農家

もいるが，収量は天侯によって大きく左右される。

　以上のように，地表の凹凸によって大きく異な

る耕地条件の差異は，作物の差異として土地利用

にも現れている。ただし，住民は，作物別土地利

用に現れるものよりもミクロなスケールで地表面

の凹凸の状況，耕地条件と作物別の収量との関係

を把握している。作物の収量に大きな影響を及ぼ

す水分条件は，地形だけでなく天侯に左右され，

農家が自然条件を熟知して土地利用を行なってい

ても，収穫物が得られない危険性がある。

w　急傾斜地利用のための工夫

　北栂の尾の土壌は肥沃であり，この点は農業を

行なうには有利である。しかしながら，その自然

条件には不利な点も多く，それを改善するための

工夫と努力がなされている。

　V－1　耕作方法

　1）粘土質土壌の耕作

　北栂の尾の土壌は，ネンドと呼ばれる部分はも

ちろん，スナと呼ばれる部分も実際には粘土分が

多い。粘土は乾くと硬くなり，耕作は容易ではな

い。逆に水分を含むと粘性が強くなり，農作業は

困難となる。このような状況は土壌に含まれるス

メクタイトの性質に起因する。北栂の尾の土壌は，

肥沃である反面，耕作作業には難点がある。

　住民が耕作に用いる鍬は，ビッチュウと呼ばれ，

刃先は半月状に分かれ，両端が尖ったものである。

柄と刃のなす角は60～65度，柄の長さは90～

工20㎝1，刃は20～23cmであり，形状から判断す

ると打ち鍬に入る7）。また，耕作方法にも打ち鍬

の特徴が現れ，住民は力まかせに鍬を振り下ろし，

慣性力を利用して硬い土壌を耕している。慣性力

は質量に比例するので，硬い土壌を耕作するには

鍬の刃が重い方が有利である。そのため，力のあ

る人は刃先の重い鍬を好む。しかしながら，鍬を

振り上げるのに力が必要となり，男性より筋力の

点で劣る女性は軽いものを使用する。

　2）土壌漫食の対策

　傾斜地では土壌浸食が問題となり，犀川丘陵で

も1950年代初期には土壌浸食に関する調査がなさ

れている8）。傾斜畑として傾斜地が利用される犀

川丘陵では，土壌浸食の対策がないとされること

もあった。しかしながら住民の土壌管理に対する

関心は高く，耕作にも工夫がなされている。栂の

尾で行なわれる耕作はヨコウナイといわれ，等高

線に沿って耕すものである。また，土は鍬の刃1

つ分高い側に上げられ，この作業のことをヨコク
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ワという。各耕地の斜面上部にハバができるか否

かは土壌管理にかかっているといわれている。

肉．、

虚

　V－2　地カの均等化

　1）農作業による地カの均等化

　クボとオネは一筆の耕地の中にも現れ，作物の

収量には差異が生じる。施肥，散水の作業を行な

う際には，クボ・オネの収量の差異をなくす努力

がなされている。住民は，施肥作業ではクボより

もオネで肥料を多く施すように心がけ，麦類の播

種の際には，クボでは薄播き，オネでは厚播きに

するという。また，高い側から低い側への水分の

動きを考慮し，散水や追肥は高い側で重点的に行

なわれる。それでも実際の収量には局所的な差異

が生じる。

　2）地割り

　地力の差が狭い範囲でも生じる北栂の尾では，

土地の分け方によっては，耕地間で著しい地力の

差異が生じる可能性がある。ここでは，現在の地

図とよく対応する字オオソネを取り上げ，北栂の

尾の地割りについて検討する。ソネという名称は，

低く長く続く嶺をさすことが多く9），北栂の尾の

字オオソネでも中央に尾根がある。その両側は凹

型の斜面となっている（第4図）。

　写真2は，少雨であった1994年8月末にオオソ

ネの上部を撮影したものであるが，小豆の生育に

は場所による差異が生じている。地表面の状況だ

けが成長に影響を及ぼすわけではないが，小豆の

成長がよいのは，クボのうち，谷線に沿った部分

である。また，傾斜が20。以上でやや傾斜の急な

斜面の上部よりも，傾斜が15似下の下部で生育

がよい。

　第4図の地割りをみると，谷線，尾根線は境界

線となり，とくに最も地力の低い部分が特定の耕

地に含まれないように配慮されている。また，傾

斜方向に伸びる境界線によって細分されており，

斜面の上部だけ，あるいは下部だけが1つの区画

に含まれることは少ない。

　オオソネでみられる傾斜方向に長い地割りは，

犀川丘陵の他の地域でもみらる。犀川丘陵では，

臥一’

ロォォソネ棚　　　．、、775

一地審11り

囲魎道

鰯
　．等高線

　0　　　50　　100m
　会　　　　　　　　　E
　　　　　　　　　　　　　　塚

、驚’

800

第4図　長野県池田町北栂の尾字オオソネに

　　　　おける地割り（明治25年）

　　　　（地積図により作成）

　　　　アルファベットは第2図に対応

耕地の形状が斜面方向に細長いうえに，段畑と

なっていないことが土壌浸食を助長していると報

告されている1o）。また，1筆の耕地の中では作

物の収量に差が生じ，とくに夏作物は天候によっ

ては収穫が得られない部分が実際にみられる。し

かしながら，尾根線と谷線を地割りの境界とし，

さらに傾斜方向に長い細分された地割りは，耕地

間の地力の差異，とくに水分条件の差異を少なく

している。このような地割りは，いかなる天候の

もとであっても，いずれの耕地でも収穫が得られ

るように配慮されたものといえる。

V　おわりに

　以上，池田町北栂の尾を事例に，わが国有数の

地すべり地帯であり，傾斜畑の卓越する犀川丘陵
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写真2 長野県池田町北栂の尾字オオソネにおける小豆の生剤犬況

　　　　　　　　　　　　　　　　（1994年9月3日撮影）

の急傾斜耕地の利用を検討した。その利用の実態

は以下のように要約される。

　凹凸が現れる地すべり地特有の斜面は，地形条

件やこれに影響される土壌条件に，狭い範囲で大

きな差異をもたらしている。住民は地形をクボと

オネに，それぞれに対応する土壌をネンドとスナ

に区分している。ネンドからなるクボは，表層土

が厚く，水分が多く，肥沃であり，地力が高い土

地にしか適さないタバコが栽培されている。これ

とは対照的に桑はスナからなるオネや日陰といっ

た他の作物に適さない土地で栽培されている。小

麦や豆類も，どちらかといえば，オネで栽培され

ることが多いが，夏作物を中心に局所的な収量に

差異がみられる。

　北栂の尾の土壌は全体的に肥沃である反面，粘

土質であるために硬い。また，急傾斜地であるた

めに土壌浸食のおそれがある，土壌水分の局所的

な差異は夏作物の収量に大きな影響を及ぼすな

ど，自然条件には作物の栽培に不利な点が多い。

住民は，打ち鍬を使用し，慣性力により硬い土壌

を耕作している。また，土壌の流出を最小限に抑

えるため，ヨコウナイと呼ばれる等高線式耕作が

行なわれ，同時にヨコクワと呼ばれる土あげの作

業が行なわれる。一方，地力の差異を均等にする

ためにオネとクボ，斜面の上部と下部で施肥の量

や播種の量，散水の方法などを工夫している。ま

た，傾斜方向に細長い地割りは，天候によって局

所的に収量が低くなる危険性を各耕地に分散させ

ているといえる。

　資料収集および現地での調査に際しましては池田町役場の方々，北栂の尾の住民の方々にご協力をいた

だきました。また，粘土鉱物の同定には農林水産省国際農林水産業研究センターの八田珠郎氏，本学地球

科学研究科の小口千明氏にご協力をいただきました。本報告の作成にあたりましては，本学地球科学系の

奥野隆史先生，斎藤功先生をはじめとする諸先生方からご助言をいただきました。以上，記して感謝申し

上げます。
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4）早害を受けやすい北栂の尾では，「雪の多い年は豊年」といわれており，冬の間に雪が多いと夏にも

　　水分が多く豊作につながるという．
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